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◎司 会
根本ＳAA 委員
◎ロータリーソング
なし
◎ソングリーダー
なし
◎ゲスト Ｒ財団ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ委員長 新川 尚様
◎ﾋﾞｼﾞﾀｰ セブポートセンターＲＣ 小池雅生様
◎出席報告
宮島（史）委員
会 員 数 出 席 者 出席率
数
31(6 )名 24(5)名
（

77.4%

前回

前月

修正率

平均率

80.6%

82.4%

）内は出席免除会員数

② 残念なお知らせですが、橋浦会員が１１月で退会さ
れることになりました。高森さんの名誉会員職と共
に、ＯＢ会の制度を整えていきたいと思います。
橋浦さんには今後も食事やパーティーに参加して
頂きたいと思います。そして、多額のご寄付を頂き
有難うございます。橋浦会員より退会のご挨拶を
頂きました。

◎ セブポートセンターＲＣ 小池雅生様より
日本への直行便が月に２回ほどで、１１月は全くありま
せんでした。フィリピンは今ロックダウンで、外へ出るこ
とが出来ません。一家に一人だけパスを持っている人

◎ 会長報告

が医薬品や食料品の生活に必要なものを買うためだけ

① セブポートセンターＲＣの小池さんにドネーション

に外出することが出来ます。セブポートセンターＲＣは

（１０万円）と現地小学校等の移動整備事業費(１０

毎回オンラインで例会を行っており、一回も集まってお

万円)をお渡しします。

りません。住んでいる場所によって、電波も悪くて全員
が参加するということは難しい状況です。今年は大きな
ロータープラストは出来ませんでしたが、小さな台風が
来て困っている方を助けたり、ドネーションをするなどの
回数は増えました。オンラインでみんながインフォメー

ションして、それを見て助けよう、やろう、というように頑

呼ばれる病気です。一度発症しますと手足や呼吸器等

張っています。

に麻痺や障害が残ります。今の医学では治すことが出
来ないのです。これに対応するにはワクチンによる予

◎ 幹事報告

防しかありません。はじめは生ワクチンという経口摂取

① 次回は年次総会です。議題は『次期役員の指名及

のものが使われていましたが、まれにワクチン由来の

び承認を求める件』です。その際、次年度理事・役

麻痺が発症してしまうということで、最近は不活化ワク

員の皆様に一言ご挨拶をお願いします。年次総会

チンが使われています。委員会名のポリオプラスの『プ

の後は八木会員の卓話となります。

ラス』とは、当初はポリオの他、はしか、ジフテリア、結

② 当クラブの元会員である本田政敏さん(８３歳)が、

核、破傷風、百日咳の５つの伝染病をプラスして、同時

９月２９日にご逝去されました。葬儀等は既に終え

追放を目指しているという意味でしたが、最近では意味

ていると思います。

合いが変わって来まして、現在では世界的なポリオ撲
滅運動がもたらした遺産、インフラのことを指していま

◎ 委員会報告
① 会場監督委員会

す。
上杉ＳＡＡ委員長

日本でポリオは、１９６０年に北海道を中心に大流行

コロナ対策でパーテーションとテーブルの設置を海

がありました。その後、ワクチンの緊急輸入があり、１９

野さんに協力頂いておりますが、ＳＡＡはもとより、

８０年に野生株によるポリオは日本ではなくなりました。

皆さんお時間のある方は早めにいらして設営のご

２０１２年からは生ワクチンではなく、不活化ワクチンの

協力をお願いします。

定期接種が今現在も行われています。

③ 親睦委員会

大井親睦委員長

＊ 配偶者誕生日祝

国際ロータリーの取り組みとして、１９８５年ロータリ
ー創設８０周年を機にポリオプラス計画を開始していま

瀧ちづる様(７日)・横尾映子様(１４日)

す。１９８８年にＷＨＯと共に世界ポリオ撲滅推進計画

海野光子様（１５日)・淺井真紀様(１７日)

（ＧＰＥＩ）を開始しています。また、ロータリーでは１９９５
年の規定審議会でポリオ撲滅がロータリークラブの第

◎ 『ポリオの現状について』

地区ポリオプラス委員長 新川 尚様

一目標であると決定しています。第一目標であるという
ことは、ポリオの撲滅を成し遂げるまでは次の目標の
話をしないということです。今話したＧＰＥＩパートナー組
織ですが、ＷＨＯ、ＣＤＣ、ユニセフ、ゲイツ財団、これら
のパートナー組織と共同で撲滅を推進しています。
ポリオの現状について、一年間発症がみられないと

皆さんこんにちは。地区ポリオ委員長の新川と申し

常在国リストから外れ、３年間発症が見られないと根絶

ます。所属は横浜旭ＲＣです。本日はポリオの現状に

の宣言となります。日本では１９８２年、南北アメリカで

ついてお話させて頂きます。

は１９９４年、西太平洋では２０００年、ヨーロッパでは２

ポリオは主に５歳未満の幼児が罹患し、小児まひと

００２年、インドで２０１４年、ナイジェリアでは２０２０年、

それぞれ根絶の宣言がされました。今現在残っている

です。

のはアフガニスタンとパキスタンの２ヶ国のみです。こ

パキスタン・アフガニスタンの症例数は２０１８年８月

の２ケ国の根絶が進まないのは何故でしょうか。紛争

までは順調に減っていたのが、昨年・今年は増えて来

地域である事、あるいは宗教上迷信といったものが原

ています。この原因はわかっていませんが、一つは紛

因と考えられています。同時多発テロの首謀者である

争の激化や新型コロナウイルスの影響で、ワクチンの

オサマビンラディン容疑者がパキスタンに潜伏していま

投与ができていないのかと考えられますが、原因はわ

したが、２０１１年突入したアメリカ軍の部隊によってそ

かっていません。

の場で殺害されました。作戦に当たり、アメリカの情報

次にポリオ関連のトピックをご紹介します。

機関はポリオワーカーに扮した協力者をビンラディン容

２０２０年１月２２日、ロータリーとゲイツ財団はポリオ

疑者の潜伏先に接近させ、特定に至る手がかりを得た

根絶に年間１億５千万ドルを投入するための長期パー

とされています。こうした背景では、パキスタンではポリ

トナーシップを継続する事を発表しました。何年か前の

オワクチン接種キャンペーンは外国のスパイ活動の一

『１億５千万ドルチャレンジ』というキャチコピーをご記憶

環だという陰謀論が根強く残ってしまいました。迷信で

の方がいらっしゃると思いますが、これは２０１７年から

すが、摂取すると男の子は将来性的に不能になるとか、

３年間行っていたものが、今年１月に更に３年間延長に

女の子は不妊症になりやすいといったうわさが、一部で

なりました。ロータリークラブで毎年５千万ドル。ゲイツ

根強く信じられ拒否する家庭が後を絶たないのです。

財団がその２倍の１億ドルを上乗せし、今後３年間で４

噂についてパキスタン政府は根拠がないと打ち消しに

億５千万ドルを支出します。

務めていますが、政府の高官は人々の理解を得るの

２０２０年５月、カナダ政府は世界ポリオ根絶推進活

は簡単ではないと認めています。しかしながら、アフガ

動ＧＰＥＩの最終戦略への支援として、４７５０万カナダド

ニスタンでは症例が出た場所を細かく見ていくと、南部

ル(３６億５千万円)を今後４年間にわたり毎年拠出する

と東部の非常に限られた地域に発生が限定されており、

事を発表しています。ＧＡＶＩワクチンアライアンスへの

国土の９６％でポリオ症例数が０に抑えられています。

資金提供も期間延長の発表がありました。

これは２年前のデーターなので今年は増えているかも

８月２５日ナイジェリアでポリオ根絶の宣言をされまし

しれません。過去に天然痘が撲滅されたことは有名で

た。それを受けてＷＨＯではアフリカ地域の全４７ヶ国

す。先ず、患者を見つけて、その周りの人に集中してワ

において、野生型ポリオウイルスの伝播が正式に断ち

クチンを投与する手法が非常に効果的であったそうで

切られたと発表がありました。これでアフリカ大陸のポ

す。最終段階では患者さんを発見報告した人に１０００

リオフリーが実現しました。

ドルの懸賞金を出したということです。このやり方は新

ポリオ根絶まであと一歩です。紛争や宗教上の理由

型コロナでも同じようなことが行われており、今はまだ

でワクチン接種が非常に困難な地域もあります。パキ

ワクチンが出来ていないので隔離という方法になります

スタンでポリオワクチン接種を行っていたポリオワーカ

が、感染者を見つけて、その濃厚接触者だとかを検査、

ーが、２０１５年９月末までの２０か月間に８０名も殺さ

あるいは隔離するなど、ウイルス関連ではこのようなや

れたという衝撃の報告もございます。これは『ロータリー

り方が効果的だということは昔から変わっていないよう

の友』２０１６年１０月号に記載されています。しかし、こ

こで諦めて根絶が出来なければ、毎年８億ドルの資金

会員入会記念日祝と配偶者誕生日祝を頂きまして
有難うございました。

が必要との試算が出ています。

横尾会員 淺井会員 海野会員

猛威を振るった天然痘も１９８０年に根絶しておりま

Ｒ財団ポリオプラス委員長新川様ようこそいらっしゃ

す。新型コロナに対する対応も感染源の特定・追跡、啓

いました。

蒙活動で作られたインフラが活用されています。

配偶者誕生日祝を頂きまして有難うございました。

ＧＰＥＩではポリオ根絶の為、新たに１５億ドルの資金
が必要だと試算しています。ロータリー財団はゲイツ財
団と共に、今後３年間で４億５千万ドルの資金援助をす
る予定です。昨年度に引き続き会員一人当たり、３０ド
ル以上のご寄付をお願いします。ポリオ撲滅という歴史

宮下会員 小後摩会員 福嶋会員 上杉会員
Ｒ財団ポリオプラス委員長新川様・セブポートセンタ
ーＲＣ小池様ようこそいらっしゃいました。
新川様の卓話を楽しみにしております。
市川会員
Ｒ財団ポリオプラス委員長新川様卓話ありがとうご

的事業に参加できるチャンスです。是非会員の皆様、

ざいます。

ご協力お願い致します。本日はありがとうございまし

セブポートセンターＲＣ小池様ようこそ。

た。

橋浦様、長い間ご苦労様でした。名残惜しい限りで
す。

◎ ニコニコボックス

大井親睦委員長

Ｒ財団ポリオプラス委員長 新川尚様

豊場会員
Ｒ財団ポリオプラス委員長新川様本日の卓話を楽し

本日はお招き頂きありがとうございます。よろしくお

みにしております。

願い致します。

橋浦会員には長い間お世話になりました。ありがと

セブポートセンターＲＣ 小池雅生様
皆様大変ご無沙汰しております。こんな時ですが、
コロナに負けず頑張りましょう。
平山会長 青柳幹事

うございます。
先日は八木先生に大変お世話になりました。
宮島（秀）会員
セブポートセンターＲＣ小池様ようこそいらっしゃいま

Ｒ財団ポリオプラス委員長新川様、セブポートセンタ

した。

ーＲＣ小池様ようこそいらっしゃいました。

橋浦さん、ロータリーにお誘い頂き有難うございまし

橋浦会員

た。これから誰にご指導頂ければ…寂しいです。

平成６年(１９９４年)４月に入会以来２６年７ヶ月が経

ニコニコボックス本日合計

９５，０００円

ちました。その間多くの先輩・同僚ロータリアンにご

ニコニコボックス 累 計

４０９，０００円

指導ご鞭撻を頂き、私は大変充実したロータリーラ
イフを送ることが出来ました。しかし、あることをきっ

◎米山チャリティボックス 宮下米山奨学委員長

かけにして、これからは仏教の法華経の勉強に注

上杉会員 根本会員 橋浦会員 平山会員

力していこうと決心致しました。公的な役職を含め

宮下会員 ５名

て、現在受けている諸々の役職もほぼ整理がつき

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計

５４，０００円

ました。ロータリーが嫌で辞めるわけではありませ

米山チャリティボックス累計

１１５，０００円

ん。これからもご厚誼のほどよろしくお願い致します。
本日はロータリー活動の原資としてニコニコと米山

◎１２月の予定

記念奨学会に少々寄付をさせて頂きます。これから

１２月 ２日(水)
９日(水)
１６日(水)
２３日(水)
３０日(水)
◎ 会報

もよろしくお願いします。長い間本当に有難うござい
ました。
高栁会員 根本会員
Ｒ財団ポリオプラス委員長新川様ようこそいらっしゃ
いました。

年次総会 八木会員
休会
港南消防署長
休会
休会

宮下会報委員

